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まえがき 

 
初めまして︕カウンセラーのかずおかずと申します。 

 
人との食事において「食べないことを指摘されたら」

「食べ方を変に思われたら」「食べている途中で気分が悪
くなったら」「食べた後で気分が悪くなったら」「吐いて
いるところを誰かに⾒られたら」・・・ 

 
このような不安が強く人との(もしくは一人での)食事を

満足に楽しく食べることができない・・・日常生活が制限
されている・・・。 
 

こちらの電子書籍を読んでいる貴方は現在このような
「会食恐怖症」「嘔吐恐怖症」に悩まれていませんか︖も
しくは悩んでいる方が身近にいませんか︖ 
 

こちらの電子書籍では「会食恐怖症」「嘔吐恐怖症」の
方に対し、恐怖症のキホンと克服方法を紹介していきま
す。是非克服のためのヒントを⾒つけて頂ければと思いま
す。少しでもお役に⽴てれば幸いです。 
 

それではいってみましょー︕ 
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自己紹介 

 

プロフィール 

会食恐怖症・嘔吐恐怖症カウンセラーかずおかず 

幼少期より給食での嘔吐がトラウマとなり、人との食事
で吐き気が起こる”会食恐怖症”。物理学者を志して⼤阪⼤
学に進学するも、吐き気が起きる事に対する恐怖から、人
との食事だけでなく日常生活にまで障害が出る“嘔吐恐怖
症”を発症する。 
 
 日々の食事すら不能のどん底状態から、薬を使わず認知
⾏動療法を実践し回復。その後克服方法と、認知度の低い
嘔吐恐怖症を広めるためにカウンセリングを⾏う。相談実
績はのべ 300 件以上。全国ラジオにも出演し、会食恐怖症
を紹介する。 
 
 精神論では無く、⾏動で恐怖症を改善していく「ありの
ままのあなたで良くなる」を理念とする。「会食恐怖症・
嘔吐恐怖症克服メールマガジン 【会マグ︕】」や「嘔吐恐
怖症克服プログラム【OPENERS】」等の克服支援サービ
スも運営中。 
 
 受講者からは「ネガティブ感情と上⼿に付き合えるよう
になった」「克服に向けて前向きになれた」という、理念
を体現したような声が届いている。 
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私の会食恐怖症・嘔吐恐怖症体験記 
 

私自身の会食恐怖症・嘔吐恐怖症の体験を紹介させて頂
きます。 

 
もともと小柄であまり食べるタイプではない小学生でし

た。一度給食で気持ち悪くなったことをきっかけに、人と
の食事に強い恐怖感を覚えるようになりました。給食や家
での食事を残すことが多くなり、先生や家族に叱責されま
すが、当時は自分の心と体の状態をうまく説明することが
できなかったのです・・・。 
 

中学生・高校生はお弁当になったことや、スポーツを始
めたこともあって食べる量も増え、人との食事に抵抗感こ
そありましたが、⼤きな恐怖は感じなくなっていました。 

 
しかし・・・ 

 
⼤学生になった頃から、人との会食の機会が増え再び

「会食恐怖症」「嘔吐恐怖症」の症状が出てしまうように
なりました。人と楽しく食べたいのに「気持ち悪くなった
らどうしよう」「吐いたらどうしよう」という不安に圧倒
され、どうしても心と体が言うことを聞いてくれませんで
した。やがて家族とも、一人でも食事をするのが難しくな
っていきました。しばらくご無沙汰だった症状に再び悩ま
されることとなり、とても落ち込みました。日々の食事を
満足にとれないだけでなく、将来に対する不安も非常に⼤
きくなり辛い日々が続きました。 
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当時は「会食恐怖症」「嘔吐恐怖症」に関する情報も少
ないまま。心療内科を受診するも「気にしないで下さい」
という言葉で済まされてしまいました。どうしたら良いの
かわからず、低空⾶⾏な生活が 2、３年続いてしまいまし
た・・・。 

 
ですが転機が訪れます。 
 
克服に向けて前向きになるきっかけとなったのは⼤学 3

年生で⾏ったカナダ旅⾏でした。当時嘔吐恐怖症がかなり
酷かった自分にとって 1 週間の海外旅⾏なんて相当ハード
ルが高かったのですが、思い切って⾏ってみたのです。 

 
もちろん症状は出ました。ですが・・・ 
 
それ以上にカナダの圧倒的な⼤自然に魅了され、⼤変良

い思い出となりました︕この出来事がきっかけとなり「症
状は出るけど、人生を楽しむことはできる」という考えに
至りました。 

 
 
 
 
 
 

↑現地で撮った写真。この景色を前にして恐怖症の不安は、いつ
の間にか忘れていました。 
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それ以降、自分の⾏動を決める際は「会食恐怖症」「嘔
吐恐怖症」じゃなかったら自分はどうしたいのか︖を軸に
考えるようになりました。⼤学の研究室も出張・会食が多
い室を希望しましたし、企業インターン等にも積極的に参
加しました。もちろん症状が出て辛い思いをすることもあ
りましたが、そうした経験も全部糧となって、症状は緩や
かに改善していきました。 
 

現在は毎日、人と楽しくご飯を食べています。人との食
事を避けなくなってから仕事もプライベートも生活の質が
⼤幅に改善しました。 
 

また同じ会食恐怖症・嘔吐恐怖症の方々と出会い、交流
し、さらに改善に向けての意欲が高まりました。そして現
在はカウンセラーとして活動しています。 

 
最近では日々のカウンセリングはもちろんラジオに出演

したり、オフ会を開催したり、会食恐怖症克服情報サイト
「なおす︕会食恐怖症」を運営したり、この電子書籍を配
布するなど活動の幅を広げております。私の経験を共有
し、一人でも多くの方が前向きに踏み出せるお⼿伝いをし
ていきたいと考えています。 

 
 
 
 
 
 
 



8 

 

私の理念 
 
 
 
 
 

 
 

 
相談者の方にはとにかく一刻も早く「自分だけではない

こと」「克服できること」を知って頂きたいと思います。 
 
私自身も当時は一人で抱え込んでしまい症状を悪化させ

ていました。あのとき自分の悩みを共有して、正しい克服
⾏動に導いてくれる人がいたらなあ・・と思いこの活動に
従事しています。 

 
恐怖症についての基本的な知識を身に着けて、他に克服

に向けて取り組んでいる人がいることを知るだけでも安心
感があるものです。 

 
会食恐怖感も嘔吐恐怖症も他人に打ち明あけて、前向き

に克服に取り組める、それによって恐怖症の克服だけでな
く人生そのものの質を向上させていける・・・克服のその
先の未来を相談者さんと一緒に作っていきたいと考えてお
ります。 
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会食恐怖症・嘔吐恐怖症のキホン 

 

会食恐怖症とは 
 

「誰かと一緒だと食事ができない・・・」 
この電子書籍を⼿にしたあなたは現在このような症状で

悩まれているのではないでしょうか︖この症状は「会食恐
怖症」と呼ばれ、精神医療では「社交不安症」のひとつと
されています。 

 
「社交不安症」とは「社交機会に対して健全でない強い

不安を覚え、日常生活に支障をきたす精神的な疾患」とさ
れ、会食恐怖症以外にもスピーチ恐怖、電話恐怖、赤面恐
怖、腹鳴恐怖、書痙（しょけい）など、様々なものがあり
ます。通常このような状態が半年近く続くと、病院では
「社交不安症」という診断になるようです。 

 
もちろん初対面の人や新しい環境での食事は誰でも緊張

するものです。ですが会食恐怖症の場合は不健全なほどに
恐怖があり、満足に食事がとれない、楽しめない状態を指
します。 

症状は吐き気、めまい、胃痛、嚥下(食べ物が呑み込めな
い)、緘黙(黙り込んでしまう)、⼿の震え、嘔吐など様々で
す。後述しますが特に嘔吐への恐怖が強い場合「嘔吐恐怖
症」と呼んだりもします。会食の度にこうした症状に⾒舞
われるので、次第に会食を避けるようになります。 



10 

 

嘔吐恐怖症とは 

 
「吐くのが怖くて会食・外出ができない・・・」 

「常に気持ち悪くならないかの不安がある」 
「人が吐いているのや吐しゃ物を⾒るのが怖くてたまらな

い」 
 

先に触れましたが、このような症状は嘔吐恐怖症と呼ば
れ、嘔吐に対する恐怖で日常生活に支障が出る病気です。 

 
嘔吐に対する恐怖が気持ち悪さを強め、日常の中で慢性

的な気持ち悪さが起こります。会食の場だけこの「吐いた
らどうしよう・・・」という気持ちが出る場合もあります
が、その他の場面でも同じ気持ちが起こり、電⾞に乗り辛
くなったり、普段の食事がとり辛くなったり、会食以外の
場面でも支障をきたすことがあります。 

 
嘔吐恐怖症の方は嘔吐に対する恐怖を抱えていますが、

恐怖となる対象も異なります。「吐いているのを人に⾒ら
れるのが怖い」「吐くという⾏為そのものが（苦しみ・死
を連想させて）怖い」「他人が吐いている姿や吐しゃ物を
⾒るのが怖い」等、恐怖の対象は様々です。 
 
私はこの「会食恐怖症」と「嘔吐恐怖症」を専門としてカ
ウンセラー活動を⾏っています。 
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会食恐怖症と嘔吐恐怖症の違い 
 

よく会食恐怖症と嘔吐恐怖症の違いについての質問を受
けます。よく症状は似ていますが、嘔吐恐怖症の場合は以
下の特徴があります。 

 
●「嘔吐」に対する恐怖が一番であること 
● 会食以外の場面でも症状が出ること 
 
嘔吐恐怖症の場合はとにかく「嘔吐が怖い」という前提

を持っています。会食の場面での嘔吐が怖く、食べられな
い人は会食恐怖症というより嘔吐恐怖症であると言えま
す。嘔吐恐怖症の症状の一つとして会食恐怖が出ている状
態です。さらに嘔吐恐怖症は 

 
●「自分が吐いているのを人に⾒られるのが怖い」タイ

プ 
●「普段から嘔吐の経験がほとんどなく、嘔吐そのもの

が怖い」タイプ 
 

の 2 つに分けられます。会食以外にも普段の生活から嘔吐
への恐怖があり、「食事をしてすぐ出かけるのが怖い」
「友達と旅⾏に⾏くのが怖い」といった症状が出る場合も
あり、これまた嘔吐恐怖症であると言えます。 
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食事中に緊張して気持ちが悪くなることはあっても、そ
れを引き起こしている原因が「食べないことを指摘された
らどうしよう」とか「震えが出たらどうしよう」とか他の
緊張である場合、嘔吐への恐怖が一番でない場合は嘔吐恐
怖症というよりも会食恐怖症の傾向が強いでしょう。 

 
会食恐怖症も嘔吐恐怖症も「○○になったら怖い、どう

しよう」という会食や嘔吐に関する⼤きな不安を抱いてい
ることは共通しています。この⼤きすぎる不安が様々な症
状を引き起こす原因になっているのです。この一人一人が
抱えている、その人にとって一番⼤きな不安を緩和してい
くことが克服への道です。 
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実は多い嘔吐恐怖症 

 
軽度なものから重度なものまで差はありますが、会食恐

怖症で相談に来られる方の 3 割 4 割くらいはこの嘔吐恐怖
症です。会食恐怖症といってもその多くは実は嘔吐恐怖症
であり、その症状の一つとして会食恐怖が出ているので
す。私の元に来られる相談者さんの実に 8 割くらいは嘔吐
恐怖症の方です。 
 
嘔吐恐怖症は自分の気持ちや症状の出方が複雑なので、

他人に説明するのが難しいです。幼少期などに発症する場
合も多く、誰にも相談できないまま抱え込んでしまいま
す。また病気としての認知度も低いために「こんな症状に
悩んでいるのは自分だけ・・・」と孤⽴するケースも多い
です。 

 
すると一人で悩む時間が増えてさらに症状が悪化してし

まいます。私もその一人です。もともと会食恐怖持ちでし
たが、嘔吐恐怖症になった時は自分がどういう状態なのか
を理解することができず、まったく言うことを聞かない心
と体に振り回されて、一人悩み続けていました。嘔吐恐怖
症という病気があり、自分が嘔吐恐怖症であるという自覚
を持つまでに実に 7 年余りの時間を要しました。しかしカ
ウンセリングをする中で、実は嘔吐恐怖症で悩んでいる方
は⼤変多いという事がわかりました。 

 
まずは嘔吐恐怖症というのはよくあるケースで、克服に

向けて取り組んでいる人がたくさんいることを知ってくだ
さいね︕ 
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どうして会食恐怖症・嘔吐恐怖症になるの︖ 

 
恐怖症のメカニズム 

 
まずは症状が出る仕組みから説明していきます。不安が

⼤きくなって緊張してくると何をやるのにも難しくなりま
すが、実は体の中では「闘争・逃走反応」という防御反応
が起こっています。これは脳が身の危険を感じた時に、脅
威に対して闘う・逃げるといった⾏動が素早くできるよう
に、心拍数を上げて筋⾁に⾎流を巡らせます。緊張すると
ドキドキして、冷や汗かきますよね︖これは脳が脅威に対
して体を戦闘モードにしているからなのです。よく「火事
場の⾺⿅⼒」なんて言ったりしますけど、あれは本当に
「闘争・逃走反応」によって普段よりも⼒が出るようにな
っているのです。 

 
身に脅威が迫った時は「闘争・逃走反応」は役⽴つもの

です。しかし闘う・逃げることに関係のない機能は無駄な
ので停止します。これにより消化器官の活動も停止します
ので、胃はうまく広がらず喉元もつかえるので食べ物がち
ゃんと入っていきません。 
 
 緊張して食べられなくなるのは私だけ︖と考えていた方
もいるかもしれません。しかし緊張して「闘争・逃走反
応」が起きている時に食べられないのは当たり前です。体
が食べ物を受け入れる状態でないのですから。気持ちの問
題ではなく、物理的に食べることが難しくなっているので
す。 
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潜在意識と顕在意識 
 

次に脳が恐怖を感じる仕組みについて説明します。恐怖
を感じる時は私たちの心が「うわぁ怖いなあ」と何かを認
知して、意識するからなのですが、実はこの意識には「潜
在意識」と「顕在意識」の 2 種類があります。普段私たち
は後者の顕在意識を認知することができます。何かを認知
し、判断し、⾏動する際に言葉としてはっきり意識できる
ものです。例えば「明日会食があるけど→気持ち悪くなっ
たら嫌だな→⾏かないようにしよう」という様に。 

 
それに対し潜在意識は私たちが心の奥底に持っている意

識です。言葉にすることができないので、私たちがそうい
う意識を持っていることに気づくのはなかなか難しいです
が、物事を認知する際の源になっている意識です。会食を
恐怖に感じるのもこの潜在意識が、「会食は怖いものだ」
と意識しているからなのですね。 

 
そしてこの「潜在意識」と「顕在意識」ですが、その⼒

には⼤きな差があります。なんと潜在意識は顕在意識の何
万倍も⼒があると言われています。つまり我々の⾏動を決
めるのは潜在意識の方なのですね。やる前は緊張していた
けど、本番は全く緊張しないでやれた︕みたいな経験はな
いでしょうか︖あれは顕在意識の発する「お前には無理
だ」とか「失敗したらどうしよう」みたいな言葉をたくさ
ん受けても、潜在意識が「いや簡単だよ」と反発している
からなのです。 
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会食も同じです。私たちは「残したら人に何か言われる
よ」「気持ち悪くなったらどうしよう」といった顕在意識
が発する言葉を止めることはできません。こんな風に考え
てはいけない︕と思うことこそ考えてしまうものです。で
すが潜在意識が「いや簡単だよ」と意識していれば、どん
なに不安な言葉や場面を考えたとしても、実際にはそれほ
ど不安にはならず、症状も出にくくなるというわけです。
克服にはこの「潜在意識」を変えていくことが重要になる
わけですね︕ 
 

 潜在意識を変えるには︖  
 
それでは潜在意識を変えるにはどうすればいいのでしょ

うか︖ポイントは 2 つあります。 
 
● 普段無いような経験をすること 
● 普段自分にかけている言葉を変えること 

 
前者は会食恐怖症で言うところの「実際に会食に⾏く練

習」に相当します。顕在意識が「残したら人に何か言われ
るよ」「気持ち悪くなったらどうしよう」という言葉をか
けてきても実際は⼤丈夫だった︕という経験をすると潜在
意識は「なんだ、会食って簡単だな」という意識に変わっ
ていきます。 
 

さらに潜在意識は普段から自分にかけている言葉で形成
されていきます。普段から「会食は怖いもの」「絶対失敗
する」という言葉を自分にかけ続けていると、潜在意識も
その言葉通りに形成されます。 
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さらに悪いことにそういう考えでいるとせっかく会食練
習に⾏ったのに正しい評価ができなくなります。会食を避
けずに何とか乗り切ったのに、そこを評価しないで「途中
気持ち悪くなった」とか「あまり食べられなかった」とい
うことばかりに注目してしまい、「会食練習は失敗だっ
た」という評価を下してしまうことになります。すると潜
在意識はその評価通りに形成されてしまうのです。 
  
 つまり潜在意識を変えるには、会食練習だけではなく、
普段から自分にかけている言葉も変えていく必要があるの
です。会食練習よりも、自分と対話する機会の方がずっと
多いわけですから、むしろこっちの方が重要かもしれませ
んね。 
 

会食恐怖症・嘔吐恐怖症になる原因 
 

 先に述べたように脳が恐怖を感じるのは潜在意識がそう
意識するからなのでした。そして潜在意識はきっかけとな
る経験と普段自分にかける言葉で変わるのでした。この流
れに沿えば会食恐怖症・嘔吐恐怖症になるのは 
 
●潜在意識が「会食が怖い︕」「嘔吐が怖い︕」と意識す
るようになったショックな出来事が起きた 
●その後会食ができない、嘔吐が怖い自分を責め続けた 
 
であるからと言えるでしょう。こういった出来事で潜在意
識が書き換わり、それが強化されてしまうのです。 
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前者のショックな出来事としては、もともと食が細いの
に食べることを周りに強要されたことや、逆にもともと良
く食べる方でも一度会食の場で気持ち悪くなったこと等が
あります。一番多く報告されるのは幼少期の時に両親や学
校の先生から受けた完食指導です。 

 
あまり食べられないのに早く残さず食べることを強要さ

れ、それができない子供には叱責・居残り・別室移動など
の罰を与えます。そんな指導で食べられるようになるハズ
もなく、「人との食事は苦痛」というショックな出来事と
して残ります。 

 
他にも部活動で体を⼤きくするために、無理な食事トレ

ーニングを課される場合もあります。みんな揃って規定量
のお弁当を持ち込み、強制的に揃って食べさせられ、時間
内に食べきれない人はみんなの前で叱責されるという罰を
受けさせられ、ショックな出来事として残ります。 

 
嘔吐恐怖症になるのは嘔吐に関係するショックな出来事

を体験した時です。病気で体調が悪く吐いてしまって苦し
い思いをしたり、食べている途中で気持ち悪くなったりと
いった体験です。また本人が直接嘔吐を体験していなくて
も親や友達が苦しそうに吐いているのを⾒たり、慢性的な
ストレスで食事を楽しめない時期が続いたりといった体験
もショックな出来事になる場合があります。 
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どういう人が会食恐怖症・嘔吐恐怖症になるの︖ 
 

 結論から言えば「誰でもなる」です。私の相談室には⽼
若男⼥関係なく相談にいらっしゃいます。 

 
傾向を挙げるなら、やせ型で小食タイプの人が多い印象

があります。（もちろん中には⼤柄の方もいらっしゃいま
すが）これはもともと食べる量が少ないのに、他人に食べ
ないことを指摘されるケースが多いからではと思います。 

 
嘔吐恐怖症の場合はもともと食べるのが⼤好きな人、⼤

食漢の人、働き盛りのサラリーマン、部活をバリバリやる
体育系の学生などおよそ食べられないこととは縁遠いイメ
ージの方々からも相談が来ています。 

 
会食恐怖症も嘔吐恐怖症も「いつでも」「だれでも」な

る可能性があるということですね。 
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症状を悪化させる回避⾏動 
 

 会食恐怖症だと当然会食に⾏くのは抵抗がありますよ
ね。しかし人間は「ある恐怖や思い込みに従って⾏動し
て、安心感を得るとどんどんその恐怖や思い込みが強化さ
れていく」という性質があります。先に述べた潜在意識を
自分で気づかない内に、ドンドン強化しているのですね。 
 

会食を避けていると会食に⾏くことの不安が一時的には
回避されますが、次の会食への不安がより⼤きくなりま
す。また会食を避けてしまった自分に対する自己批判的な
感情も不安を生みます。そうしてさらに不安を抱えると、
次の会食に⾏くのが難しくなります。そして「あぁやっぱ
り自分に会食はできないんだ」という潜在意識が強化され
ていくことになります。これを「回避⾏動」と言います。 

 
 嘔吐恐怖症の場合は嘔吐恐怖を避けるために「食べた直
後は出かけない」「万一のために常に袋をポケットにしの
ばせる」「人との会食を避ける」「吐いている人を避ける
ため夜の街にはいかない」等の⾏動をとりがちです。こう
した⾏動で「吐いたらどうしよう」と不安になる場面は減
らせますが、日常生活に支障をきたしますし、回避⾏動が
とれなかった場合に嘔吐恐怖をより強めてしまうことにな
ります。 
 

会食恐怖症・嘔吐恐怖症の知⾒が無いうちはこの回避⾏
動を知らず知らずのうちにとってしまい、悪化させてしま
うケースがあります。克服のためにはひとつひとつ回避⾏
動を⼿放していくことが必要になります。でも逆に言えば
「症状があっても会食を避けずに⾏けている」ということ
だけでも⼤きな進歩であるといえます。 
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会食恐怖症・嘔吐恐怖症の克服方法 
 

克服に必要な３つの要素 

 
会食恐怖症・嘔吐恐怖症の克服には 3 つの要素が必要にな
ります。 
 
●正しい会食練習 
●前向きな考え方 
●前向きな⾏動 
 

潜在意識を変えるにはもちろん会食の練習は必要です
が、これだけでは十分ではありません。会食恐怖症・嘔吐
恐怖症を引き起こす一番の原因はその人が抱えている不安
ですが、普段の考え方や生活習慣等の要因が不安をさらに
⼤きくしている場合もあるからです。 

 
もともと自己評価が低い人が会食の練習に⾏く場合を考

えてみましょう。会食の練習に⾏っても自分の望むような
結果が得られるとは限りません。すると自己評価が低い人
は「やっぱり自分には無理だ」という判断を下してしま
い、次の会食練習に臨むことは難しくなってしまうでしょ
う。この場合自己評価の低い自分から変えていく必要があ
ります。 
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また日々の生活が充実していない人の場合、病気につい
て悩み不安になる時間が多くなります。悩めば悩むほどに
不安というのは⼤きくなるものですから、まず生活習慣を
改善し、日々の充実感を増やして病気について悩む時間を
減らしていく必要があります。 

 
このように日々の考え方、生活の仕方が不安に⼤きく影

響しているのです。普段から自己否定的な考え方で、不規
則で充実感の低い生活をしている人は、病気について悩み
すぎることが多くなり、不安を⼤きくしてしまいます。そ
の結果ひどい言葉を自分にかけるようになり、潜在意識を
不安な方に強化してしまいます。 

 
逆に前向きな考えを持ち、毎日を充実させている人は自

分に対して真っ当な評価をすることができます。「自分は
病気だけど、他に良いところがたくさんある」「会食を避
けずに⾏けている」「みるみる成⻑している」といった評
価です。こういう病気ながらも前向きなマインドでいる
と、自分に肯定的な言葉をかけられるようになり、潜在意
識も前向きに強化されていきます。 

 
このマインドが克服に向けての基礎となります。この基

礎がしっかり出来ている上に、正しい会食の練習を⾏うと
克服に早く近づきます。そのため会食練習だけでなく、前
向きな考えと、日々を充実させる前向きな⾏動が必要にな
るのです。前向きな考えで⾏動し、⾏動がさらに前向きな
考えを生む良い循環を作りたいのです。 
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自分はネガティブでいつも不安だから、前向きに考えた
り⾏動するのは無理︖心配ありません。前向きな姿勢は生
まれつき備わるものではなく、日々の努⼒で作り出せるも
のだからです。以下では自分を前向きに変えていくテクニ
ックを紹介していきますよ︕ 
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前向きな考え方を身に着ける 

 
ネガティブで当たり前 

 
 前向きになろう︕と聞くと、ネガティブな考えを全部排
除して、頭の中を前向きな考えでいっぱいにする・・・み
たいなイメージがあると思います。私もかつてそのように
考え、ネガティブ思考が止まらない自分を責め続けていま
した。では本当にネガティブ思考は悪いものなのでしょう
か︖ 
 
 実はネガティブ思考自体は決して悪いものではありませ
ん。それをきれいさっぱり消し去る方法もありません。な
ぜならネガティブ思考は人間が生き残るために必要なもの
として、進化の過程でどんどん発達させてきたものだから
です。不安や心配があると色々気を付けたり、準備します
よね︖そのおかげで今日まで生き残れてきたわけです。 
 

だから完全にネガティブ思考を消す方法があったら、そ
れは人間にとっては非常に危険なわけです。ネガティブ思
考が問題となるのは以下の時だけです。 
 

● ネガティブ思考が絶対に正しいと信じ込んでしまう 
● ネガティブ思考を必要以上に⼤きくしてしまう 

 
 



25 

 

こういう状態が⻑く続くと前向きな⾏動を起こすのが難
しくなってしまいます。ネガティブ思考を完全に消す方法
はないが、それは問題ではありません。常にそこにあるネ
ガティブや不安と上⼿に付き合っていくようにするので
す。 

 
ネガティブ思考と前向き思考は共存させることができる

のです。このバランスのとれた状態が理想的だと言えま
す。ネガティブ思考だけだと⾏動できなくなりますが、前
向きだけでも気持ちの浮き沈みが⼤きくなったりします。
それではバランスのとれた状態目指して以下のように考え
る練習をしてみましょう︕ 

 
正しい自己評価をする 

 
実際に会食練習に⾏くとうまくいかないことがありま

す。ほとんど食べられなかったり、気持ち悪くなった
り・・・。これは克服の過程では起きて当然な事ですが、
「やっぱり自分はダメだ」と考えるのか、「会食の練習に
⾏けた︕克服に向けて踏み出せた︕」と考えるのでは改善
に⼤きな差が生まれます。 

 
結果だけを⾒ていては評価が極端になり、継続して会食

練習に臨むことが難しくなります。自分が挑戦したという
事実と、その中で出来たことを評価するようにしていきま
しょう。 
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これは会食練習に限らず仕事でも勉強でも趣味でも当て
はめることができます。できたことに目を向けず、自己批
判的な言葉はただ⾏動へのエネルギーを失わせるだけで
す。終わった後に自分をどう評価するか︖も含めて会食練
習ということですね。 

 
自己批判的な言葉が止められない︕という人は自分と同

じ状況に⽴っている友人に言葉をかけるとしたら︖と考え
てみましょう。人は自分のことになるとトコトン自己批判
的なのに、他人に対しては物事を客観的に⾒定めて、小さ
な進歩でも⾒つけて、そこを褒めて励まして温かい言葉を
かけることができるのです。不思議ですよね〜。 

 
自分の中にもそういう「慈悲の心」があることに気づい

ていくと、次第に自己批判的な態度に違和感を感じて、ち
ゃんと自分を評価できるようになってゆくのです。 
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不安に対する考え方を変える 
 

先に述べたようにネガティブ思考や不安があること自体
は問題ではありません。特に会食に対する不安は⼤きいで
すから、完全に消すことは難しいです。 

 
逆に消そうとするほど⼤きくなってしまうのが不安で

す。不安というものに対する以下の事実を確認して、不安
に対するイメージを変えていきましょう。 

 
● 成⻑には不安が伴う 
● 人は皆不安を抱えている 
● 受け入れれば不安は⼤きくならない 

 
人間成⻑の機会には必ず⼤きな不安が伴います。「不安

である」ということは「苦⼿な会食に挑戦しようとしてい
るからであり、自分が変わろうとしている証拠」でもあり
ます。今まさに挑戦して、悔いのない人生を生きている瞬
間なのです。 

 
また私たちは普段、他人が抱えている不安を感じ取るこ

とはありません。相談する以外には、自分が抱えている問
題や不安を⼝に出すことはありません。さらにはテレビ、
インターネット、SNS 等ではその傾向が一層強くなり、自
分が世間に出して認められるものだけが出回ることになり
ます。 
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そうすると「不安を抱えているのは自分だけ・・・」と
いう思考に陥りがちです。しかし人は皆必ず不安を抱えて
生きています。あなたも意外と他人からは「あの人は幸せ
そうでいいなぁ」と思われていたりするものです。 

 
不安を消し去ることを諦めて、その存在を受け入れてし

まえば不安の⼒は⼤きくなりません。不安に抵抗して消そ
うとするほどに⼤きくなり、やがて闘争・逃走反応を引き
起こして様々な症状が出ますが、不安を受け入れた人はこ
の反応が緩和され、やる気や勇気といった気持ちが高まる
ことが科学的にわかっています。不安はあっても OK なの
ですね︕ 

 
ネガティブ思考を受け流す技術 脱フュージョン 

 
「脱フュージョン」とはネガティブ思考に捉われ続けない
ようにするための技術です。先に述べたようにネガティブ
思考を完全に消し去ることはできません。脱フュージョン
もこの原則に基づいており、ネガティブ思考の存在を許す
が、それ対していちいち真剣に取り合わずに受け流してい
きます。 
 
 やり方を説明します。例えば「自分はなんてダメな奴な
んだ︕」と浮かんで来たら即座に「自分は「自分はなんて
ダメな奴なんだ︕」と考えている」と頭の中で言い換えて
みましょう。こうすることでネガティブ思考が自分にとっ
て絶対信じるべき真実から、ただ頭に浮かんだストーリー
に変わります。こうして「今自分はネガティブ思考してい
たのだな」「でもそれ自体は問題ではないのだな」と客観
的視点に⽴てるのです。 
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ネガティブ思考は事実ではなくただのストーリー、頭の
中だけの想像です。つまり「正しいかどうかはわからない
が、自分が正しいと思っていること」に過ぎません。ネガ
ティブ思考の⼤半は実際には起こりませんし、また起こっ
たとしても自分の想像以上に悪い事であるケースはほぼあ
りません。脱フュージョンをすることでネガティブ思考を
事実ではなく、ただのストーリーであると再認識するので
す。 
 
 他にもネガティブ思考が来たら「自分が一番好きな映画
や漫画やアニメのキャラクターの声で、ネガティブ思考し
てみる」というやり方もあります。人間自分の声で不安な
ことを言われると信じてしまいますが、別のキャラの声だ
と真剣に受け取れないのです。気づいたら自然とネガティ
ブ思考を受け流せているでしょう。これは自分のお気に入
りの方法でもあります。 
 
 ネガティブ思考は一日に何度も起こりますので、脱フュ
ージョンを練習する機会はたくさんあり、やればやるほど
上達するものです。是非実践して、ネガティブ思考に捉わ
れる時間を少なくしましょう。 
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前向きに⾏動する 

 
日常生活をストレス少なく過ごす 

 
会食以外の日常をどれだけストレス少なく過ごせるかが

重要です。日常のストレスが多いと不安になりやすく、症
状も出やすくなります。逆に日常をストレス少なくリラッ
クスして過ごせる時間が多いと、前向きな考えになりやす
くなります。 

 
コントロールできないストレスが降りかかることも多い

でしょうから、自分なりにストレスを減らしてエネルギー
を高められる方法を持っておくことをオススメします。お
風呂にゆっくり入ったり、運動で汗を流すのも良いでしょ
う。自分でリラックスできる習慣をいくつも持っておきた
いですね。 
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日々を充実させる 
 

毎日が充実していると、病気について悩む時間が相対的
に少なくなり、不安が軽減されます。病気の克服以外に
も、こうなりたいと思う理想の自分に向けてのスモールス
テップを毎日積み重ねましょう。その中で「自分は会食恐
怖症だけど、他に良いところがたくさんある」というマイ
ンドが育っていきます。 

 
例えば筋トレ、勉強、読書・・・。日々を充実させるた

めに、目標をもって色々チャレンジしましょう。会食恐怖
症・嘔吐恐怖症はチャレンジ人間に生まれ変わるチャンス
と捉えることもできますね。 

 
日々のリラックス感と充実感があると考えも前向きに上

向きます。すると⾏動も前向きになり、その⾏動がさらに
考えを前向きに・・・という良い循環を回したいですね︕ 
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正しい会食の練習をする 

 
自分のタイプを把握して、テーマを設定する 

 
会食練習はただ単純に⾏けばいいというものではないで

す。会食恐怖症にはさまざまなタイプの方が存在します。
「残してはいけない」「震えてはいけない」。嘔吐恐怖症
の方なら「気持ち悪くなってはいけない」と人によって抱
えている不安は様々です。 

 
まずは自分が抱えている一番⼤きな不安は何か考えてみ

ましょう。そして会食練習の目的はそれぞれが抱えている
不安(これを「誤った前提」と言います)が現実とは違うこ
とを確認する作業なのです。 

 
「残してはいけない」タイプの人は実際に会食の場で残

しても周りがあまり気にしないことを確認したり、あまり
食べられない事を周りに伝えて配慮してもらうという経験
が重要です。ですから会食の場では「敢えて残してみるこ
と」が良い会食練習になります。 

 
「気持ち悪くなってはいけない」タイプの人は実際に吐

くわけではなく、時間が経てば徐々に症状が治まったとい
う経験が重要です。ですから会食の場では「実際に少し気
持ち悪くなること（気持ち悪くなってもいいやという気持
ちでいること）」が良い会食練習になります。この後紹介
する症状を緩和するテクニックを実践してみるのもいいで
しょう。 

 



33 

 

会食前には「今日は敢えて○○(自分が不安に思っている
こと)してみよう」というテーマを設定して、それを経験す
ることが良い会食練習です。 

 
このように自分が少しだけ怖いと思う状況に敢えて臨

み、「自分が抱えていた誤った前提が実際には違った、⼤
丈夫だった」「ちゃんとテーマにチャレンジできた」とい
う経験が「残しても OK」「気持ち悪くなっても⼤丈夫」
という気持ちにしていきます。それが会食恐怖を緩和して
いくのです。 

 
もちろん会食練習後は「正しい自己評価」を忘れずに︕ 
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打ち明けてみる 
 

会食練習において食べない事を指摘されることがありま
す。また相⼿に自分が会食恐怖症であることを知ってもら
いたい場合があります。 

 
そんな時は自分が会食恐怖症であることを伝えてみまし

ょう。伝えることは勇気がいることですが、自分のことを
伝えて、相⼿の理解が得られることは不安を軽減すること
につながります。伝える際には 3 つのポイントがありま
す。 

 
● 過度な理解を求めない 
● 会食恐怖症という言葉を使わない 
● 克服に向けて努⼒していることを伝える 

 
 前提として「過度な理解を求めない」というのがありま
す。伝えても相⼿がちゃんと理解してくれるとは限りませ
ん。理解するかしないかは完全に相⼿の課題であり、こち
らがいくら努⼒してもコントロールが及ばない所です。打
ち明ける時は「自分がちゃんと打ち明けられたか」という
所に焦点を置きましょう。 
 

ちゃんと打ち明けられたら、自分ができることは全てや
ったのです。相⼿がどう受け止めたとしても、ちゃんと打
ち明けた自分を認めてあげましょう。 
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 打ち明ける際には「自分は会食恐怖症なんだ︕」とズバ
リ言いたくなりますが、そもそも相⼿は「会食恐怖症」と
いう言葉を知りません。またそういう専門⽤語を使うと、
必要以上にシリアスに受け止められてしまう可能性もあり
ます。 
 

最初はそういう言葉を使わずに「人とだと緊張して食べ
られなくなっちゃうんだよね〜」と緩い表現で伝えるよう
にしましょう。 
 

一番重要なポイントになりますが、克服に向けて努⼒し
ていることも伝えましょう。頑張っている人に対して否定
的になる人はあまりいません。「食べられないんだよね〜
でも治したいから積極的にご飯に⾏くようにしているの。
また誘ってくれるとうれしい」というような一言があれ
ば、より良い印象を持たれるでしょう。 
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症状を緩和する方法を身に着ける 

 
さて、ここからは実際の会食で起こる症状を緩和する方

法を紹介していきます。吐き気、震え等の症状に関係なく
効果があります。（症状は色々ありますが、その原因は一
つだからです）会食の場に限らず、日常的に気持ち悪さが
ある嘔吐恐怖症の方にも有効な方法です。 

 
症状が出るのは不安に注意が向き続けるから 

 
まずはどうして症状が出るのかを知りましょう。先に述

べたように不安が⼤きくなると、恐怖に変わり、闘争・逃
走反応が出て症状が起きるのでした。ではどうして不安が
⼤きくなり続けるのでしょうか︖それは「不安に注意が向
き続けるから」です。 

 
 不安に注意が向き続けている、というのはどんどん不安
の連鎖が起きているということです。最初は小さな不安で
もその不安を確かなものと信じこんでしまえば、さらなる
不安を生んでしまうのが人間です。 
 

例えば次の項目のような感じで、不安が不安を連鎖的に
生みます。皆さんも経験あるかと思いますが、「今日食べ
られるかな」という小さな不安がいつの間にか「人生⼤丈
夫かな」という⼤きな不安に変わっています。 
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不安に注意を向け続けると・・・ 
「久しぶりの会食だ。緊張するな」 

「前回うまくいったから、今回もうまくいくと良いな」 
「あれ︖でもなんかちょっと気持ち悪い感じがする」 
「せっかく前回良かったのに、またダメになるの︖」 

「やっぱり気持ち悪い。なんかちょっと吐き気もする」 
「食べ始めて一⼝も食べられなかったらどうしよう」 

「みんな自分のこと嫌わないかな」 
「いつまでも治らないのかな」 

「治らなかったら就職とかどうしようかな」 
「就ける仕事が限られるのかな」 

「将来不安だな」 
「人生⼤丈夫かな」 

 
 これは会食恐怖症のケースですが、嘔吐恐怖症の場合も
「気持ち悪い」→「吐いたらどうしよう」→「人生⼤丈夫
かな」と不安が連鎖します。不安が連鎖し続けて、不安を
確かなものと信じ込むと恐怖に変わり症状が出ます。症状
は色々ありますが、その全ての原因はコレ一つです。 
 

つまり「不安に向いている注意を他の物に向けて、連鎖
を止めること」が不安を⼤きくしないということなので
す。会食恐怖症も嘔吐恐怖症も克服が進んでいくと、この
不安の連鎖が早い段階で止まる、もしくは不安は連鎖する
けど、それがあまり現実的なものとしては感じない・・・
という感覚になります。 
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不安から注意をそらす注意訓練法 
  
 要するに不安から注意を外せれば、連鎖は止まり、やが
て不安は小さくなっていきます。あまり知⾒の無い人に会
食恐怖症のことを相談しても、「そんなの気にしすぎだ
よ」という言葉が返ってくるでしょうが、これはある意味
正しいのです。不安について考えすぎているのです。 
 
 じゃあ不安なことを考えるのをやめればいい︕のです
が、先に述べたようにネガティブ思考や不安や心配を無く
すことはできません。会食恐怖症や嘔吐恐怖症の人は「無
意識に不安に注意が集中しすぎるのに気づき、そこから注
意をそらす」のを意識的に練習するのが不安を小さくする
のに効果的です。 
 

それが「注意訓練法」というものです。注意訓練法では
不安以外の物に注意を向ける練習をします。不安以外の物
というのは「今ここで起こっていること」です。過去や未
来のことを考えると不安の原因になりますが、今ここで起
こっていることに注意を向け、淡々と観察していれば頭が
不安でいっぱいになるのを防げます。 

 
こういう今に集中できている状態を「マインドフルネス

状態」と言ったりします。 
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注意訓練法 呼吸に集中する 
 

今ここで起こっていることの代表格に「呼吸」がありま
す。どんなときも呼吸はしています。その自然な息遣いを
全⼒で感じ取ります。息が⼝や⿐を通り抜ける感覚、肺が
少し膨らんだりへこんだりする感覚、また呼吸の音やペー
スなど意識を集中して全て感じ取ろうとしてください。 

 
息を⼤きくしすぎないで、できるだけ自然な息遣いでや

るのがコツです。しばらく⾏っているうちに注意が不安か
ら離れていたこと気づくでしょう。 

 
一度注意が他の物に向けば気持ちが落ち着き、症状が治

まっていきます。嘔吐恐怖症の方は気持ち悪さを感じた
時、会食恐怖症の方は症状が出てしまった時に一度席を外
して実践してみるとよいでしょう。 
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注意訓練法 自分の環境を実況する 
 

自分の感じるものをひたすら実況するという注意訓練法
です。周りの環境に注目し、⾒えている物、聞こえている
音、感じる匂いや温度に意識を向けてそれをひたすらに心
の中で実況するのです。 

 
例えば食べている途中に気持ちが悪くなってしまい、意

識がそちらに⾏きそうになった場合に「さあ気持ちが悪く
なったので実況を開始します。店内には心地よい BGM が
流れています。これは何の曲でしょうか︖入り⼝には観葉
植物が置いてあります。これはなんの植物でしょうか︖お
店の温度はどんな感じでしょうか︖やや寒い感じがします
ね・・・」という感じでとにかく思考が途切れないように
自分が感じるもの全て実況してみるのです。 

 
これをやっている間は意識が強制的に外に向くので気持

ちが落ち着き、気持ち悪さが緩和されます。少し余裕があ
る場合は「人との会話に注意を向けて、楽しんでみる」の
もいいでしょう。 
 
 お気づきかもしれませんが、要するに不安から注意をそ
らして、今起こっていることに集中できれば何でも注意訓
練法になります。他にも爪の付け根辺りをぎゅっとつまん
でマッサージする「爪もみ」をしたり、自分の好きな香り
のアロマを使ったりする方法もあります。どんなやり方で
も OK なので自分が効果を感じる方法を⾒つけてみましょ
う。 
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嘔吐恐怖症の克服 日常編 

 
ここまで会食恐怖症・嘔吐恐怖症の克服方法について紹

介しました。ここからはさらに会食以外の場面でも日常に
気持ち悪さがある嘔吐恐怖症の方向けに、情報を追加して
いきたいと思います。 
 

嘔吐に対する認知を変えていく 

 
先に述べましたが嘔吐恐怖症には「自分が吐いているの

を人に⾒られるのが怖い」タイプと「普段から嘔吐の経験
がほとんどなく、嘔吐そのものが怖い」タイプが存在しま
す。前者は嘔吐そのものよりも、「会食の場で吐いてしま
ったら」というある特定の場面のみに恐怖を感じているた
め、会食練習や普段の生活改善で克服が期待できます。 

 
後者の場合は特定の場面ではなく「嘔吐」という⾏為そ

のものに恐怖を感じているため、他の克服活動と併せて
「嘔吐に対する認知を変えていく」必要があります。嘔吐
に対する正しい知識を身につけましょう。 
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吐くことは生きるための機能 
 

 特に「吐くという⾏為そのものが（苦しみ・死を連想さ
せて）怖い」「他人が吐いている姿や吐しゃ物を⾒るのが
怖い」タイプの方は「吐く」という⾏為に対しての認識を
変えていく必要があります。吐くというと非日常的でなん
だか怖く感じますが、実は人間が生活していく上で⼤切な
機能です。消化できる容量を超えたり、過剰なアルコール
が入ってきた場合には吐き出さないと命の危機になってし
まいます。 
 

そこでちゃんと吐く機能があるから人間は生きていける
わけです。（私自身も何度かこの機能に命を救われまし
た）このように吐くというのは本来自分の命を守るために
備わっている機能であり、「自己治癒⼒」なのです。です
から吐いても一時的には辛いですが、もちろん死ぬわけで
はありません。 
 
 嘔吐恐怖症を発症して最初のうちはとにかく「吐き気」
「えずき」「吐いたらどうしようという気持ち」を消し去
りたいと考えるものです。しかし吐き気は人間が自己防衛
のために持っている機能なので完全になくすことは難しい
です。 
 

それよりも「吐き気」「えずき」「吐いたらどうしよう
という気持ち」に対するイメージを変えて、その存在を許
してやり、うまく付き合っていく方が早く改善に向かいま
す。 
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暴露療法 
 

「吐くという⾏為そのものが（苦しみ・死を連想させ
て）怖い」「他人が吐いている姿や吐しゃ物を⾒るのが怖
い」タイプの方は暴露療法が効果的です。暴露療法とは自
分の恐怖対象を敢えて⾒続けることにより、恐怖を緩和し
ていく治療法です。 

 
「吐く」「嘔吐」といった文字や吐きそうな人、さらに

は実際の吐しゃ物まで恐怖対象を 20 分から 30 分間⾒るの
を繰り返すことで、恐怖が緩和されていくことが分かって
います。実際に嘔吐恐怖症に対する暴露療法を⾏っている
クリニックもあります。 

 
（日本会食恐怖症克服支援協会との協⼒で暴露療法が試

せる映像コンテンツを作成しました。試してみたい方は
LINE チャットでご連絡をお願いします︕） 
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気持ち悪さはなくさなくて良い 

 
吐くことは自分の命を守るために備わっている「自己治

癒⼒」でした。そのため⼤なり小なり人は食べると気持ち
悪くなります。例えば脂っこいものを食べたり、食べすぎ
たりすると当然何かしらの違和感は起こります。 

 
他にもともと体調が優れなかったりする場合も含める

と、実は気持ち悪くなることは日常の中で、誰でも頻繁に
経験していることだと言えます。ですから気持ち悪さを完
全になくすことは難しいのです。体調が良くても感覚が敏
感になっていると、なんだか気持ち悪く感じてしまうもの
です。 
 

このように気持ち悪くなることは日常頻繁に起きること
なので、起きても全然問題が無いわけです。嘔吐恐怖症以
外の人も日常的に気持ち悪さを感じる機会はあるわけで
す。 

 
でも「吐くわけでは無い」とか「ほっとけば治る」とか

「最悪吐いてもいいか」とか考えてあんまり気にしてない
ので、他の事に集中しているうちに気持ち悪さが消えてい
きます。 

これこそ嘔吐恐怖症の方が身に着けるべき感覚であり、
気持ち悪くなってはいけないのではなくて、その状態から
どれだけの時間で落ち着けるか︖というのが重要になりま
す。気持ち悪くなったら是非紹介した「注意訓練法」で不
安や気持ち悪さから意識をそらす練習をしてみて下さい。
気持ち悪さは練習のチャンス︕ということですね。 
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回避⾏動を⼿放す 

 
嘔吐恐怖が強くなってくると、嘔吐恐怖を避けるために

「回避⾏動」と呼ばれる生活の幅を狭める⾏動をとってし
まいます。「食べた後は出かけない」「常にビニール袋を
持ち歩く」「会食に⾏かない」等です。 

 
こうした⾏為で「吐いたらどうしよう」と不安になる場

面は減らせますが、日常生活に支障をきたしますし、回避
⾏動がとれなかった場合に嘔吐恐怖をより強めてしまうこ
とになります。嘔吐恐怖症の知⾒が無いうちはこの回避⾏
動を知らず知らずのうちにとってしまい、悪化させてしま
うケースがあります。 

 
克服のためにはひとつひとつ回避⾏動を⼿放していくこ

とが必要になります。例えば「食べた直後は怖くて出かけ
られない」という症状を抱えている方の場合、食べた直後
に「家から一歩出てみる」→「近くの公園まで⾏ってみ
る」→「電⾞に一駅だけ乗ってみる」というようなスモー
ルステップを積むことで、食べた直後は出かけないという
回避⾏動をだんだん⼿放して⾏きます。 

 
ビニール袋を⼿放せない人は、「ずっと持っている」→

「鞄に入れておく」→「鞄の一番取り出しにくい所に入れ
ておく」→「もっと小さい袋にする」というようなスモー
ルステップになります。 
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回避⾏動を少しずつ⼿放し、回避⾏動をしなくても⼤丈
夫なんだ︕という経験を積んでいきましょう。ですが回避
⾏動はすぐに全部なくさなければいけないものではありま
せん。回避⾏動がなければ、どうしても怖さを感じる場合
は無理をする必要はありません。「なしでもいけるか
も・・・」という自分ができる範囲から初めて、徐々にな
くしていくのが良いでしょう。 
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おわりに 

 
最後までお読みいただきありがとうございました。この

電子書籍を⼿にした貴方が、克服のためのヒントを⾒出し
前向きに⾏動してみようという気になって頂ければ、こん
なに幸せなことはありません。 
 
 以下アンケートにご協⼒をお願いいたします︕こちらは
かずおかず@会食恐怖嘔吐恐怖克服 LINE のチャットに書
き込みをお願いいたします。 
 
●書籍の中で一番印象に残った事 
●これから取り組んでみようと思った事 
●疑問点やもっと知りたかった事 
●その他ご意⾒ご感想 
 
 感想を書き込んで頂いた方にはさらに【追加特典】も進
呈いたします。 
 
 また感想を書くことはご自身の学びを定着させる上でも
非常に大きな意味を持ちます。(人間はアプトプットする事
で初めて学びが定着します。) 


